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In this paper, we report the development of a multipoint liquid droplet concentration detector using a single 
quartz resonator. Two sensing capacitors are fabricated on a glass substrate. These capacitors are connected in 
series to the quartz resonator and covered with a microflow channel. A liquid droplet is introduced into each 
capacitor one after another. Then the frequency shift of the resonator is caused at each capacitor because the 
frequency shift depends on the relative permittivity change of the capacitor connected in series to the resonator. 
Since the relative permittivity depends on the droplet concentration, the droplet concentration can be measured 
at each capacitor. Because the structure and the manufacturing process are simple, we expect it will be used for 
various kinds of microreactors or liquid sensors. 
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1. 序論 

近年，生化学分析や創薬のためのマイクロ流体デバイス

の研究が盛んに行われている(1)．マイクロ流体デバイスを用

いることで，短時間で試料の高効率な反応を実現すること

が可能である．通常，マイクロ流体デバイスにおいては，

ごく微量の試料の操作が行われる．操作の内容は，ドロッ

プレット状の試料のマイクロ流路への導入，送液，異なる

試料との混合など多岐にわたる(2),(3)．二種のドロップレット

を混合する際には，効率的な反応のためにドロップレット

濃度の調整が重要となる．そのため，望まれる最適なドロ

ップレット濃度を実現するために濃度検出器が必要とな

る．これまでに，超音波や表面弾性波をもちいた様々な種

類の液体濃度センサが報告されている(4),(5)が，こういったセ

ンサは構造が複雑であるため，マイクロ流路内への実装に

適していない．さらに，これらのセンサはシングルチャン

ネルセンサであり，単一のセンサで複数点におけるセンシ

ングを行うことは困難である．すなわち，マイクロ流路内

への容易な実装を可能とする簡便な構造を持ち，複数点に

おけるセンシングが可能なマルチ濃度センサが必要とされ

ている．本研究室では，これまでに水晶振動子発振回路を

測定回路とし，センシング部には櫛型コンデンサを用いた

簡便な構造の液体濃度センサの開発を行ってきた(6)．櫛型コ

ンデンサは構造が単純で，作製が容易であるなどのメリッ

トを持つことから，これまでに数多くのセンサに用いられ

ている(7),(8)．しかし，この液体濃度センサはシングルチャン 
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図 1  センシングシステムの模式図 

Fig.1. Schematic illustration of the proposed sensing 

system. 

 

ネルセンサであり，多点センシングのためには，マルチチ

ャンネル化が必要であった．そこで，本研究室では，マル

チなセンシングを可能とするドロップレット濃度多点計測

法の開発を行った．図 1 にセンシングシステムの模式図を

示す．二つのセンシングキャパシタが単一の水晶振動子に

接続されている．マイクロ流路を用いて，試料のドロップ

レットを各センシングキャパシタに順次導入することによ



 

 

り，時差的に異なる二点の濃度センシングを行うことが可

能である．測定回路として用いた水晶振動子発振回路は，

汎用 ICで構築が可能であるため，安価で簡便な構造のマル

チセンシングシステムを提供できる． 

2. 構造と測定原理 

〈2･1〉 センシングシステム   

図 1 に本研究で提案したセンシングシステムの模式図を

示す．二つのセンシングキャパシタが単一の水晶振動子に

直列接続されており，各センシングキャパシタはマイクロ

流路中に設置されている．ドロップレット状の試料をセン

シングキャパシタに導入すると，その比誘電率に応じてセ

ンシングキャパシタの静電容量が変化する．センシングキ

ャパシタの静電容量の変化に伴って，水晶振動子とセンシ

ングキャパシタからなるシステムの発振周波数が変化す

る．試料の比誘電率は試料濃度に依存するため，試料濃度

をシステムの発振周波数変化として測定することが可能で

ある．センシングキャパシタ 1にてセンシングを行った後，

試料濃度に変化があった場合，センシングキャパシタ 2 に

て再センシングを行うことが可能である． 

水晶振動子発振回路は外部電源により駆動され，駆動電

圧は 3.0 Vである．システムの発振周波数測定は，水晶振動

子発振回路に接続された周波数カウンタにて行った．また，

試料のドロップレットのマイクロ流路への導入，送液には

シリンジポンプを用いた． 

 

〈2･2〉  作製したデバイス 

図 2 に作製したデバイスの画像を示す．二つのセンシン

グキャパシタが 20 x 25 mm2のガラス基板上に形成されて

いる．これらのセンシングキャパシタはアクリル樹脂製の

マイクロ流路中に設置されており，水晶振動子に直列接続

されている．マイクロ流路の途中にはドロップレット混合

用の反応室を設けた．マイクロ流路の高さは 150 m，幅は

700 m である．センシングキャパシタの電極は Au薄膜に

より形成されており，電極幅，交差距離，間隔はそれぞれ

100 m，5 mm，300 m である．用いた水晶振動子の電極

直径は 2.5 mmで，使用されている水晶基板は厚さ 100 m

の ATカット水晶基板である．水晶振動子単体の基本発振周

波数は 16.19 MHzであり，センシングキャパシタを接続し

た場合の発振周波数は 16.20 MHzである．水晶振動子の Q

値はおよそ 38,000である． 

 

〈2･3〉 発振周波数と試料の比誘電率の関係 

図 3に作製したデバイスの電気的等価回路を示す．ここで，

Rは水晶の電気抵抗，Lは直列インダクタンスである．C0

は並列容量，C3は直列容量である．C1と C2はそれぞれ，

水晶振動子に直列接続されたセンシングキャパシタの静電

容量である．いま，システムの発振周波数 fは以下のように

与えられる． 
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図 2 本研究で作製したデバイス 

Fig.2. Photograph of the fabricated device. 
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 (1)式において，負荷容量 CLは以下のように計算される． 

    
3d02g010L

K12K12K4C     .......... (2) 

ここで，0は真空の誘電率である．gはガラス基板の誘電率

であり，d は試料の誘電率である．，K1，K2，K3 の各パ

ラメータは，センシングキャパシタの形状によって決定さ

れる値である(9)．(1)，(2)式より，システムの発振周波数変

化fは，負荷容量 CLの関数，すなわち試料の誘電率dの関

数となる． 

 
d

gf     ........................................................... (3) 

試料の誘電率は，試料の濃度に依存するため，f を測定す

ることにより試料濃度のセンシングが可能である． 

R L

0C

1C 2C

3C

Quartz resonator

Sensing 

capacitor 1

Sensing 

capacitor 2

 

図 3 作製したデバイスの電気的等価回路 

Fig.3. Equivalent circuit model of the device. 

 

3. 実験 

〈3･1〉 作製プロセス 

図 4 に作製プロセスを示す．まず，ガラス基板上に接着

層として 10 nmの Cr層を蒸着する．その上に 100 nmの

Au層を蒸着する(1)．基板にポジ型フォトレジストをスピン

コートする(2)．UV 露光の後(3)，現像液に浸して感光部分

を溶解させ，潜像を出す(4)．その後，Au層と Cr層のウェ



 

 

 

ットエッチングを行い(5)，フォトレジストを除去する(6)．

次に，ゲル状の紫外線硬化樹脂が塗布されたアクリル板で

基板を覆う(7)．UV露光の後(8)，未感光部分を IPAで押し

流す(9)．これにより高さ 150 m，幅 700 m のマイクロ流

路が作製された．マイクロ流路を形成した後，紫外線硬化

樹脂をより強固なものとするため，600秒間の UV露光を行

う(10)．最後に，試料がマイクロ流路内に付着するのを防ぐ

ため，マイクロ流路内に撥水処理を施した． 
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図 4 ファブリケーションプロセス 

Fig.4. Fabrication process of the proposed device. 

 

〈3･2〉 ドロップレットの送液と混合 

マイクロ流路中において，試料のドロップレットが他試

料のドロップレットと混合される前後 2 ヶ所で濃度をセン

シングするデモンストレーションを行った．試料の混合は，

流路中に設けた反応室にて行われる．反応室は流路の体積

が部分的に広くなった構造をしており，ドロップレット同

士の能動的な混合が可能である(10)．図 5 にドロップレット

操作の様子を，デバイスの上面図にて示す．まず，純水の

ドロップレットが注入口よりマイクロ流路中に導入される

(1)．純水のドロップレットがセンシングキャパシタ 1 に到

達すると，キャパシタの静電容量変化に伴って，システム

の発振周波数が変化する．ここで，混合前のドロップレッ

ト濃度のセンシングを行うことができる(2)．純水のドロッ

プレットが反応室に導かれると，あらかじめ導入されてい

たメタノールのドロップレットと混合される(3)．混合後の

ドロップレットがセンシングキャパシタ 2 に到達すると，

キャパシタの静電容量の変化に伴い，システムの発振周波

数が再び変化する．ここで，混合後のドロップレット濃度

をセンシングすることができる(4)．導入する純水のドロッ

プレットの体積は 0.80 lとした．あらかじめ導入しておく

メタノールのドロップレットの体積を 0 ~ 1.2 l まで変化

させることで，混合後のドロップレット濃度の調整を行っ

た．最終的に，混合後のメタノール濃度が 0 ~ 54 wt%の範

囲のドロップレットの濃度センシングを行った．本実験で

用いた純水は脱イオン水であり，可視化のために着色した．

使用したメタノールの純度は 99.8 %である．また，全ての

測定は室温にて行った． 

 

 

図 5 ドロップレット操作の様子 

Fig.5. Photograph of the sequential view of the 

droplets manipulation. 

4. 結果と考察 

〈4･1〉  発振周波数安定性 

図 6 にセンシングキャパシタに接続された水晶振動子の

発振周波数安定性を示す．二つのセンシングキャパシタが

気相中にある場合の発振周波数の 60 秒間のばらつきは

0.093 Hzであった．また，片方のセンシングキャパシタに

純水が導入された場合では，発振周波数の 60秒間のばらつ

き2は 0.13 Hzであった． 
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図 6 センシングキャパシタを接続した水晶振動子の発振

周波数安定性 

Fig.6. Frequency stability of the quartz resonator 

connected in series to the sensing capacitors. 

 

 



 

 

〈4･2〉 センシングシステムの応答結果 

図 7 にドロップレットを送液した際に測定されたセンシ

ングシステムの応答結果を示す．純水のドロップレットが

センシングキャパシタ 1 に到達すると，1300 Hz 程度の発

振周波数変化が測定された．純水のドロップレットがメタ

ノールのドロップレットと混合されたことで，混合後のド

ロップレットの比誘電率は変化している．このため，セン

シングキャパシタ 2にて測定された発振周波数変化は 1300 

~ 970 Hz程度まで変動した．図 8に混合後のドロップレッ

トの濃度とセンシングキャパシタ 2 にて測定された発振周

波数変化の関係を示す．グラフには，メタノール濃度と比

誘電率の相関も示す(11)．メタノール濃度に対して，発振周

波数変化はほぼ線形であり，感度は 0.16 wt%/Hzであった．

センシングキャパシタに試料が導入されている際の発振周

波数のばらつき2を考慮した濃度分解能は，0.062 wt%であ

った．より高い感度を達成するためには，センシングキャ

パシタの形状と，マイクロ流路の高さの最適化が必要であ

る．また，より正確で素早いセンシングを実現するために

は，二種のドロップレットを迅速かつ完全に混合できる反

応室が要求される．  
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図 7 混合前後のセンシングシステムの応答 

Fig.7. The measured response of the sensing system 

before and after the mixing process. 
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図 8 混合後のドロップレット濃度とセンシングキャパシ

タ 2における応答の関係 

Fig.8. Relationship between the mixed droplet 

concentration and the measured signal at capacitor 2. 

5. 結論 

本研究では，水晶振動子を用いたドロップレット濃度多

点計測法の開発を行った．二つのセンシングキャパシタを

マイクロ流路内に設置し，試料を時差的に導入することに

より，異なる 2 点におけるドロップレット濃度のセンシン

グを実現した．電極直径 2.5 mm の水晶振動子にて，0.16 

wt%/Hzの感度，0.062 wt%の濃度分解能を達成した．デバ

イスの構造が単純であり，低コストで作製が可能であるた

め，マイクロリアクターを持つ-TAS などへの応用が期待

できる．また，DMFC(Direct Methanol Fuel Cell)のように

燃料の濃度調整を必要とする装置のための液体濃度センサ

などに，本センシング手法の応用が可能である． 
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